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８ 一筆啓上 個人感想文 

  

欧州アルプスの「山と花」               松尾 武久 

 

今回の欧州遠征は、天候の安定にはちょっ

と早い時期になったが、高山植物の花々を

見るのは絶好のシーズンであった。ご婦人

方の参加も多かったので、晴れなくても曇

りでも良い、雨だけは無いように祈るよう

な気持ちであった。 

予想どおり晴れ間の少ない日々であったが、

モンタンベール、グリンデルワルト、イン

スブルックと花々に恵まれたことは大変嬉

しいことであった。 

以下、デジカメの中に映っていた「山と花」

を抜粋してみた。 

左の写真は、ツール・ド・モンブランの第

一日目のトリコ峠の途中で撮ったもので、

アルペンローゼとキンポウゲが一緒に咲い

ていた。キンポウゲは日本の物よりはるか

にに大きかった。 

下の写真もトリコ峠の登山道からのお花畑で、花は真っ盛りで楽しい登り道であった。 
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エギュー・ド・ミディーの中間

駅からトレッキングしている

仲間たちを出迎えるため、孫の

日々人と一緒にモンタンベー

ルから登った。 

モンタンベールから少し登っ

たところに、名前は分からない

が多分「フウロの仲間」と思う

が花が綺麗に咲いていた。ちょ

うどエギュー・ド・ルージュが

バックになって、思わずシャッ

ターを切った。 

 

 モンタンベールからメール・ド・グラスを左に見て登っていくと（ふつうはこの道を降

りて来るので右になるし、この風景は背後となる）アルペンローゼの中に石畳の道が続き、

向こうにグラン・シャルモの針峰が青空にくっきりと見えた。この辺りは圧倒的なドリュ

ーの西壁とグランドジョラスの北壁が目を引くが、こちらも捨てがたいアルプスの風景で

ある。 
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アルメントフーベルからミュ

ーレンまでの道は、百花繚乱

のお花畑の中を下っていく。 

この時期を過ぎると、花々は

牧草にされるので、美しい花

は見られなくなるとのことで

あった。まさしくアルプの雰

囲気で、対岸にはユングフラ

ウから来る岸壁が霧に包まれ

ていた。 

この日は、すっきりした天気

ではなかったが、雨上がりで

草花が一層生き生きしていた

ように思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドの佐々木さんが、

観光客があまり歩かな

い森の中を案内してく

れたので、種々の花々

を観察できた。 

これには全員、大満足

であった。 
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インスブルックの可愛いメ

ッチェン（この娘さんが今

回の欧州遠征で一番の美し

い花と思います・・・）が

掲げるのは、アルプスの名

花「エーデルヴァイス」 

 

今は山でも限られたところ

でしか見られないとか・・。 

園芸種で我々は我慢、我慢。 

 

今回は押し花用に皆様に配

りましたが、上手くできま

したか？ 

 

日本のミネウスユキソウや

早池峰ウスユキソウの方が

可憐な気がするのは，身贔

屓なのでしょうか。 

 

 

 

 

余録ですが、こちらもウイーンの花たちです。 
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欧州トレッキング 感想報告     ２０１５年１月 

柴田 武明 

憧れの欧州トレッキングを出来て大感激。 

広告や写真に出ているヨーロッパアルプス、その素晴らしい山々や山麓を、一度は行っ

てみたいと思っていました。ただ憧れであって、無理な願いであると思っていましたが、

池内さんの誘いを受け、その願いが叶いました。観光地をバス・電車でなく、山々の裾野

を歩ければ最高と考えていました所、モンブランの廻りを歩く、ツールドモンブランです。

全行程１０日（約１７０ｋ）掛かる所、バス・ケーブルを使えるところは使い、５日間の

計画でした。 

最初にヨーロッパで一番高いモンブラン（４８１０ｍ）のエギーユ・デュ・ミディ（３

８４２ｍ）への観光。皆さんの行いが良いのか？ 晴天に恵まれ、絶好の観光となる（この

夏一番の天気）。帰路は中間駅からモンタンベールまでのトレッキング。氷河で削られたＵ

字渓谷、その中にシャモニーの街があり、天空から眺めているようだ 

 

 

トレッキング初日は当初予定の皆さんと全員参加で、天候が良く、素晴らしい山歩きと

なり、ヨーロッパアルプスの醍醐味を味わいました。モンブランの裾野は広く、山は高く、

降ったばかりの雪は白く輝き、高山植物は満開、静かな山道です。ゆっくり楽しみながら

歩くのが一番です、山歩きの考え方を考えさせてくれる地、踏破でなく楽しむ事、山懐に

抱かれること、命の洗濯、時間を一時止める事が大切だと感じました。 
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このトレッキングの合間に、是非 湖に写るマッターホルンの地を訪れてみたいとツェル

マットへ行く。登山電車でゴルナーグラード（３０８９ｍ）へ、湖（リッフェルゼー）で

はマッターホルン頂上が雲に隠れ、水面には綺麗に反映されていなかったが、憧れの地に

“来たー”と歓喜。翌日ロープエーでグレッシャーパラダイス（３８２０ｍ）へ、しかし

外はガスの為ホワイトアウト状態、ブライトホルン（４１６４ｍ）へはあと３４４ｍの登

頂であるが、止めて３０分位い雪原を歩く、登頂は叶わなかったが、グレッシャーパラダ

イスの３８００ｍのアルプスの地に立て感動です。 

 

 

皆さん色々と都合が有り、次の行程から２人だけのトレッキングになりましたが、先鋭

部隊となり全行程踏破を意気込みました。しかし前半の２日間は悪天候、２５００ｍ以上

は雪になり、モンブランは濃い雲の中、その姿を隠している。無理をしないで、２日間沈

殿し後半の２日間のトレッキングとしました。イタリア側へ移動、ここは天候も良く、我々

を温かく迎えてくれた。 

二日目（計画では四日目）ツールドモンブラン山裾一番の絶景ポイント、フェレの谷を

歩く。そのフェレの谷は広く、遥か彼方まで続いている、山は高く連なり白き雪をまとい、

氷河が麓まで落ち込んでいる。人の営みの小さなことを痛感する風景が続いている。 

ヨーロッパアルプスの大きさ、高さ、雰囲気を味わいながら歩く。山頂は雲厚く、その

姿を現さない、稜線までも隠れてきた。やがて道は霧の中へ、そして白い物がチラチラと

高山植物の上を被っている。雪だ、前日か前々日に降った雪だ。霧が濃くなり、さらに雪

も多くなり、フェレの峠では一面銀世界、１０㎝位の積雪か？？ 周りは何も見えない、

早々と引き揚げる。雪原の中をトレースを辿りながら下りる。と！！、雪原の霧の中から

マウンテンバイクが突如現れる、男性でこぎながら上がってくるではないか、次に女性二

人連れも上がってくる。これ何よ？？ しかも短パンスタイル、寒くないのか？？ 雪山

にマウンテンバイクで峠越え？？ 無謀な行動を思うが？？ 彼女たち楽しんでいるよう

だ。これがヨーロッパ人の山の楽しみ方？？ ただただ驚き、あきれる次第。ヨーロッパ

では自己責任で行動するのだろう、その考え方が一般化されているのか？？ 遭難に関し

ても自己責任で、行動判断は個人に任されている。良いのか悪いのか理解に苦しむ。道に

迷わないように標識はしっかりしているが、日本の山のように高山植物の草原を歩く道に
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はロープは張られていない。皆 自己責任で行動しているのか、山を愛する人しか山に行

かないのか、道徳が良いのか それは山を楽しむ“心”にあるのか？？  山を荒す不届き

物は居ないのだ。いずれにしろ、街の建物、通りにもその考え方が窺えるのでないか。通

りは綺麗に清掃され、ウインドーは綺麗、建物も綺麗に花で飾り旗を掲げる。意識の差だ

けではない。 

 

三日目（計画では五日目）はアルベット峠越え（２６６５ｍ）。峠まで１０１５ｍの登り、

そしてグラン小屋まで１０８５ｍの下り、次は５３３ｍの登り。通常二日間の行程をトラ

バースルートを使い一日行程で踏破するきつい内容、霧の中をバルム峠に到着、無事 TMB

を楽しめました。 

 

 

ただ TMB（ツールドモンブラン）と、＋αでヨーロッパアルプスの裾野を歩きたいと考

えていたのですが、行ってみて感じたことは文化の差、山の楽しみ方の差を感じました。

正にエンジョイです、山小屋の食事にしてもワイン選びから始まり、周辺の山々を見なが

ら食事をゆっくりと時間をかけて食す。もっともっと人も時間も大切に、そして自然も大

切に接しなければ。皆さんと欧州旅行ができたことが大切な思い出になりました。有難う

ございました。 
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神田さん山荘（シャーレー）で板谷さん     青空市場での商品 

のチーズ と 自前料理            ミニトマトが見事、揃い過ぎ 

 

 

 シャモニーでの人口壁登攀            皆さんの Welcome で 

 競技は夜９時から始まる、遅い          楽しい旅行が出来ました 

 

 

 

 

 

 

 

 

グレッシャー小屋にて 
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        チーズとビールの思い出           板谷 真人 

 

フランスシャモニーでの欧州遠征の目的はシャモニーを拠点にリフト・登山電車を利用し

て周囲の山を眺め体力が有ればトレッキングを楽しみ又アルプス高山植物の花を撮影をす

る事でした。 

しかし小生にとっては数十年ぶりにフランスを訪ねるので若い頃フランス圏のアフリカ諸

国で親しんだビール（クローネンブルグ、アルザスビール）とチーズ（各種フロマージュ）

を心行く迄堪能し味わいたい思いが一杯でした。 

夕食は自炊をするとの事でしたのでシャモニーに着いたら早速皆でスーパーに出かけ久し

ぶりの仏語でチーズ売り場訪問し買い求めました。 

 

黒い皮のモンベール（牛乳・オーベルニュ産） 

モルビエール（牛乳・中に黒い筋・フランシュ産） 

ブリードモー（牛乳・白カビ・イルドフランス） 

カマンベール（牛乳・白カビ・ノルマンデイ） 

ミュンステール（牛乳・肌ピンク・塩水で表面を洗う・アルザス）です。 

ビールは勿論・クローネンブルグでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツール ド モンブラン一日目のトリコ峠から降りてきたミラージュ小屋で食べた特大の

チーズオムレツ（コンテ 牛乳硬質スイスグリュイエール）を腹一杯食した。 

 

またこの度の旅行で大変お世話になったシャレーのオーナー神田さんが用意してくれた地

元（スイス）料理二種 チーズフォンデュとラクレット（使用チーズはコンテ・グリュイ

エール・等）を楽しんだ。とくに茹でた赤い薄皮のジャガイモに熱で焙り溶かせたチーズ
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を架けて食したラクレットは忘れられません、（冬季の料理か？）・・・・ 

 

シャモ二の週末に開かれる市場を訪問何カ所かのチーズ売り場によって他の種類のチーズ

も買いました。 

ロックフォール（山羊乳・青カビ・石灰岩層養生） 

フォルムドダンベール（牛乳・青カビ・オーベルニュ産） 

熟成グルイエール（牛乳・グリュイエールを一年以上熟成） 

フロマージュドシェーブル（山羊乳・白カビ・カオール産） 

他にスイス産のアペンツエールを探したがシャモニーでは買えなかった。 

後でスイス グリンデルバルトへ行ったら有った。 

アペンツエール（牛全乳・白ブドー酒に漬ける・スイスアペンゼル） 

 

帰国途中アムステルダムヘよった時チーズを買ったがやはりフランスのチーズが多彩でオ

ランダはエダムやゴーダばかりでした。 

 

(シャモニーのレストランにて昼食) 
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高山植物の思い出                     板谷澄子 

今回の欧州旅行はかねてから行きたいと思っていた地域だったので、それぞれの場所が印

象深く思い出に残った。その中でも、高山植物を見たいけど山は？という私にとって、天

候に恵まれ、かつ時期にも恵まれ、高山植物が花盛りの中での散策は夢心地だった。 

シャモニーでの７月３日、プラン・ド・レギュイユからモンタンベールまでのトラバース、

７月５日のコル・ド・バルム、そして７月７日スイス、アルメントフーベルからミューレ

ンまでのコース、３カ所で咲き誇る花々に出会えた時は、頭の中で「サウンド・オブ・ミ

ュージック」のメロディーが響きわたっていた。 

ここにもあった、あっ！ここにも、という具合に今まで本の中でしか見ていなかった花々

の実物を目の前にして、２度とお目にかかれないだろうと、カメラのシャッターを押した

結果、帰国して整理を始めたら、４００枚以上のスナップになっていた。 

ガイドの佐々木亜津美さんから紹介さ

れた、日本語の「スイスアルプス・高山植

物ポケットガイド」を頼りに整理をした。

重複しているものが有ったり、ピンぼけの

スナップも多かったりだが、挟んだ付箋の

多さに、またまた感激している。 

写した写真は、植物図鑑的なものが多か

ったので、もっと風景も一緒に撮っておけ

ば良かったのにという悔いも残った。 

 

ゆっくり歩いてくださった皆様に改め

て感謝しております。 

 

Aiguille du midi から下ってきて

中間駅 Plan de l’Aiguilleからトラ

バース開始。 平坦な道なら皆さん

についていけるだろうと思ってい

た。しかし、すぐに岩陰から小さな

動物（マーモット？）が出て来たの

に気を取られたり、お花畑が始まっ

て写真を撮るのに関心を奪われ足

が遅くなってしまった。 
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放牧地は自然の花畑、その中にきれいな

花がたくさん咲いていた。 

野生のリンドウが目の前に咲いている！ 

この旅の高山植物の写真撮影はこの真っ青な花

に出会った感動から始まった。 

下はお気に入りの中の一枚です。 

 

 

 

 

 

 

 

ほとんどの写真は花の特徴をとらえようと植

物図鑑のように花を中心に大写ししたので、ど

こで写した写真なのかわからないものになって

しまった(自分は覚えていますが！)。そんな中

で、何枚か背景を写し込んでいたものが有って

嬉しくなった。 

 

今まで見たことがない花の形の連続。これがマメ

科で、これがキキョウ科(      )と図鑑と照らし合

わせて驚くものが多かった。 
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個人感想 

ウィーン在住 

桜井千寿子さん 

ご帰国早々のメールを頂き、有難うございます。 

LOYさんからもお礼メールの報告がございました。重ねてお礼申し上げます。 

私にも楽しい想い出がまたひとつ・・・ 

中でも打ち上げのひと時は本当に忘れがたいものになりました。 

久しぶりに歌った ♪ いつまでも友達でいよう ♪ のフレーズは、 

あれから幾度となく口ずさんだり心の中でリフレインしたり・・・心が豊かになりました。 

荷心さまはじめ皆さまとの新たなご縁に感謝。 

次回は、日本の歌声喫茶で皆様との再会を果たしたいものです。 

そして、私の素人案内に懲りず、ご渡墺の折には是非ご一報下さい。 

私もあらためてお礼申し上げたいのは、過日いただいた日本土産のこと。 

どれも繊細で美しく、さらに美味しいものばかりでした。有難うございました。 

雪うさぎは、茶席の銘菓なのでしょうか？ 

真綿で包まれたお菓子を手にするとき、いつも優しい気持ちになりました。 

 

ウィーン在住 

グランツ聡子さん 

皆様、無事に愛する我が家へご到着されたことと存じます。 

大変大変お疲れ様でございました！ 

皆様にお会いできて、私はとても幸せです。 

人生の大先輩からは、元気に輝きながら生きていくお手本を。 

雄大さんファミリーからは、若くて瑞々しいパワーを、 

それぞれいただきました。 

このご縁を末永く大切にしたいと思います。 

皆様とともに過ごした日々は、こちらで平凡に暮らす私にとって、 

とても刺激的で印象深い瞬間ばかりでした。 

貴重な出会いを与えていただき、本当に有難うございます。 

そして、たくさんのお土産をいただき有難うございました。 

どれもこれも素敵なお品物ばかりで!!! 

どのお品をどなたにいただいたのか、定かでないのが 

気がかりです。 
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欧州旅行を終えて 

                              奥嶋 光世 

 

２０１４年の１月中旬、千葉のガストで松尾夫妻、板谷夫妻と私の顔合わせがあったこ

ろは憧れのシャモニー、チロルに行けるとルンルンでしたが、欧州遠征計画が主人から

転送される度に山岳部の皆様の並々ならない意気込みが感じられて、この行程について

行けるかしらとだんだん不安になっていました。 

ところが終わってみると、最後尾になりながらも全行程をこなすことができました。 

周りの皆様のお心遣いのおかげだと思っています 

景色の素晴らしさは想像以上の美しさで迫ってきました 

まじかに見たアルプスの山々、高山植物、アヌシー湖、列車の窓から見えた形がいろい

ろな教会の尖塔にはチロル地方の歴史が感じられました。 

ザルツブルグ、ウイーンは２度目でしたが前回行けなかった場所を訪れることができ楽

しかったです。 

個性豊かで、いろいろな特技を持った皆様と一緒に美しい自然の中で、美味しい食事を

食べ、お喋りをして、現地で頑張って活躍している日本の人々にも会うことができて充

実した旅行になりました。 

ときおりパソコンに入っている皆様からの写真などを取り出してみています 

企画、旅行の手配をしてくださった皆様ありがとうございました。 

 

 

欧州旅行の感想 

                        松尾雄大・典子・日々人・航成 

 

ヨーロッパは初めてでしたが、 

自然の雄大さときれいな町並みにとても感動しました。 

子供たちが覚えているかはわかりませんが、よい経験になったかと思います。 

 

インスブルグに財布を忘れるアクシデントがありましたが、 

おかげで前日時間切れで見れなかった王宮を見ることができました。 

 

今回は子供も含めて家族で参加させていただき、 

色々とご迷惑をおかけした部分もあったと思いますが 

最後まで温かく接していただき、ありがとうございました。（雄大） 
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今回の旅行では、子供も含めてとても温かく接して頂き有難うございました。 

シャモニやスイスの壮大なスケールの自然に、世界にはこんな素敵な所があるんだなぁと 

感動致しました。登山鉄道、高山植物・・ハイジの世界は本当に美しかったです。 

また食事の時間では皆様と一緒に作って食べた事がとても楽しく、熟練の技がとても勉強

になりました。 

オーストリアは歴史が詰まったような特別な空気を感じました。 

家族 4 人で気の向くままに街中を散策する一時は、本当にかけがえのない贅沢な時間でし

た。 

念願のクリムトの絵も見れました！！ 

今、振り返ってみて一番に浮かんでくるのは、皆様のたくさんの笑顔と笑い声です。 

旅行中はその笑顔と笑い声に本当に助けられ、温かい旅だったなぁと感じます。 

日々人もテレビで外国の映像が流れたりすると、今回の旅行の話を思い出して話していま

す。 

機会がありましたら、また皆様と旅行の話をできたらなぁと思っています。 

本当に素敵な旅を有難うございました。（典子） 

 

とてもたのしかったよ！また行きたいです。（日々人） 

 

遊んでくれてありがとう！またみんなに会いたいです。（航成） 

 

 



45 

 

ツール・ド・モンブラン 

         2015 年１月 31 日 記 

奥嶋啓志 

２０１３年５月、千葉市において人間ドック。 

肺活量が前回より大幅に低下している精密検査を要するとの結果を受けていたが、そのま

まにしていた。 

今回の欧州遠征まえの５月、徳本峠越えで息切れが激しく“やっとこさ”で登った。 

体調の変化を感じ、下山後、即６月に精密検査を受診した。 

その結果軽度の肺気腫と診断された。 

激しい運動は避け、適度な運動は OK との指導を受け。欧州遠征は問題無いと喜びととも

に安心した。 

今回の欧州遠征は以上のことから少し心配しながらの参加でもあった。 

 

２０１４年７月１日成田を出発しシャモニー滞在でのモンブラン周辺、スイスへ移動し

グリンデンワルト滞在のユングフラウヨッホ周辺、ジュネーブからの鉄道によりオースト

リアへインスブルグ、ザルツブルグ、ウイーン観光の３つ特徴を持つ観光・トレッキング

であった。 

 

最もハードな工程のシャモニーからトリコ峠→ミアージュ小屋→トリュック小屋→コンタ

ミン→シャモニー 

無事踏破しその後は楽しく旅が出来ました。皆様に感謝・感謝の日々を過ごさせていただ

きありがとうございました。 

 

以下、最も難関であったツール・ド・モンブランのトレッキングを感想文とします。 

 

７月４日  

早朝、シャモニー神田荘よりバスにてレ・ズーシュ―へ。 

ここからゴンドラでモンブラン登山鉄道 BEELVUE の駅まで 1790ｍまで標高を稼ぐ。現地

時間 8：05 であった。TOUR du MONT－BLANC の全体の地図、下図に示す COL DU 

TRCOT(2120m),Chalets de Miage の看板を見て、8：15 トレッキングを開始した。 
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→→ミアージュ小屋までの工程図 

 

シャモニー 

 

 

  

     レズシュー                     トリコ峠 

 

 

                                 ミアージュ小屋 

 

8 時 15 分 

 

 モンブラン登山鉄道のレールを 

 渡りトレッキングを開始した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 時 55 分 

 

トリコ峠下より

望む 

 

モンブランへ 

登坂中の車両 
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11 時 10 分 

ミアージュ小屋着 

 8：50 吊り橋を渡り休憩地で 

イスラエル、グルジア、イタリアの 3

名の外国人と抜きつ抜かれつ同時に

小屋に着いた。 

 トリコ峠までの上りはきつく小生

の肺の活力のほぼ限界であったが、何

とか持ちこたえた。 

 

 峠に着いたころから猛烈な風が吹き荒れ、直ちに下山に。 

長い長い下り坂で上ってくるパーティーに出会った。この登り坂の工程を選んだ彼らに敬

意を表しながら下山した。        

登りで苦しかった肺も下りでは負担

がかからなく余裕が出て、気持ちよく

下山できた。 

対面に見えるミアージュ小屋からと

トリュック小屋への上り、コンタミン

への工程を想像しながら。 

  

 

 

12 時 00 分 

 小屋で昼食ジャンボオムレツを食し、最後の上り坂へ取りつきトリュック小屋へ出発。 

12 時 50 分 

  

 

 

 

 

 

 

 

                           

トリュック小屋             コンタミンへの道筋 

ミアージュ小屋からトリュック小屋まではほぼ登りの登山道であった、トリュック小屋は 
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お花畑に囲まれた落ち着いた小屋と見受けられたが登山道終了点よりのバス時間がないこ

とから休憩しないで一気にコンタミンに向かうこととしたがバス時間はなくコンタミンま

で歩くこととなった。 

 バス停での神田荘での“おにぎり”ジャポニカ種でないお米バラケテ握れていないおに

ぎり美味しかった。現地で作り現地で食べるのが最高のおいしい食事だと感じ入った。 

 20～30 分ゆっくりした待ち時間後にバスでシャモニーへ帰還した。 

楽しく、苦しく、思い出のあるトレッキングが無事終了した 1 日であった。 

 

最後に今回の旅の立案者池内さんに御礼と感謝を申し上げるとともに神田さん夫妻、グリ

ンデンワルト、ザルツブルグ、ウィーンでの我々をガイドしていただいた方々のおかげで

楽しかった欧州遠征が無事終了し帰国できました。また今回の遠征に参加された皆様に感

謝を申し上げます。 

以上 
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孤高のドリューは凄かった!                      石 山  駿 

 

 アンナプルナ・サーキットトレッキングを一緒したメンバーと再び海外の山に行く機会

があるとは思いもしなかった、 遠征地はヨーロッパアルプス、すごい！。 

 おまけに今度は、勝手気ままな旦那たち（陰では皆それなりに気を使っているんだけれ

ど、ネッ皆さん）は感謝を込めて、奥方同伴でということで、うちの奥さんも大喜びであ

る。 

ヨーロッパアルプスのトレッキングは観光というコンセプトとも程よく調和していて、絵

葉書のような世界が快適な環境の中で体験できる、あれこれ有名な山岳スポットを思い浮

かべただけでウキウキした心地になる・・・ 

と、エントリーさせていただいた当初の気持ちを今思い出しております。 

 

閑話休題。 

 

私は山を歩く楽しみの一つは「意表をつかれた出会い」に出くわすことだと思っている。  

怪峰？ドリューとの出会いはまさにそれであった。  

今なおその姿は脳裏に鮮やかにへばりついている、実に凄い！ オー My God ! とさけ

びたくもなるほどに意表をつかれた出会いだった。 

三日目の行程。 

エギュー・ドゥ・ミディー展望台からの下り、中間駅からモンタンベールまでのルートは

快晴と展望に恵まれて実に快適なトレッキングであった。 

左側足下には U 字谷に沿ったシャモニーの街を俯瞰し、右側肩上には無数の黒々とした大

小の針峰群が荒ぶる如くに連なる様を仰瞰出来る贅沢な空間を十二分に満喫していた。 

しかし、「出会い」はその先に待っていたのだった。 

前景が展望できないガレ場の登りがしばらく続き、足元に注意を払って登りきったところ

で顔を上げたその時に、ドリューの全貌がガァーンと私の全身を感電させた。 

山姿は、猛禽の嘴にも似た鋭角な山頂から両肩へと流れ落ちる稜線が、研ぎ澄まされたノ

コギリ刃の如き鋭い形となって、今まさにこの足下を蛇行する氷河から天空の一点を見定

めて飛び立とうと翼を広げた鷹の如きである。 

そのドリューの誇り高き孤高の姿に呆然として、言葉を失った。 

そして私は夢想した 

何億年もの昔から孤独に耐えてこの瞬間を待ち続けた怪峰ドリューは今、大地の足枷を打

ち砕き、岩石の如き鎧を身に纏った巨大な鷹となって解き放たれて、紺碧の空へ空へと飛

び発ってゆく姿を。 

その瞬間、R・シュトラウス作曲「ツァラとぅストラはかく語りき」の壮大な冒頭の調べが

紺碧の空に響き渡る、 
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私の夢想はスペースオペラとなってドリューが上昇してゆく荘厳な姿を瞼の中に追い続け

る・・・・ 

 

 

 

 

  



51 

 

  私の旅絵手紙              石山 清子 

 

  ステキな方たちとアットホームでステキな旅、とても楽しかった。 

 シャモニーの朝は小鳥のさえずりが目覚まし時計、薄暗いテラスに出ると次第に明け

ゆく空の刻々の変化、白いおまん頭が二つ並んだようなモンブランがサーモンピンクに

染まってゆく。 

 日々の生活の中では全く味わうことのできない自然との静かな対話のひと時が、ゆっ

くりと心を満たしてゆく。 

 のんびりと街を散策したり、お店をのぞいたり、お茶をいただいたりと日常の煩雑な

生活から解放されてヨーロッパの自然、歴史、文化に一端を膚で感じ取りながらの旅の

日々、皆様と楽しく過ごすことができてとても幸せでした。 

 良き思い出の記憶が褪せないうちにといつものように絵手紙風に描きました、ご笑覧

ください。 

 また皆様と旅する機会があれば・・・・・   うれしぃーでぇーす！ 

 ありがとうございました。 
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楽しかったヨーロッパアルプス                   池内寛幸 

（１）旅のいきさつ 

 数年前から松尾様たちから欧州アルプスに行きたいと言われており、当山岳会の６５周

年記念に当たる２０１４年夏に行く計画を立てました。それまでは連れて行ってもらうだ

けだったので、今回は全部任せて、という感じで計画をスタートさせました。 

 今回、当会の皆様とご一緒に欧州の山登りができ、無事に帰れてよかったです。欧州の

山に通い始めて１８年になりますが、やっと仲間の皆様と一緒に登ることができました。

家族連れも多かったですが、山ばかりではなく、おいしいものを食べたり、買い物など生

活も楽しんでもらうことができたと思います。私の大好きなシャモニーを皆様にも気に入

ってもらえたのではないかと思います。 

（２）旅行時期 

 時期もよかったです。７月初めからの２週間は、高山植物がとてもきれいでした。この

年は雪が少なく、雪解けも早く、高山植物の開花の時期も早かったです。惜しむらくは雨

が多く、予定の山行が少しできなかったことです。しかし、７月中旬以降８月はもっと天

候が悪かったようで、いい時期に行けました。高山植物の写真もたくさん撮れました。何

枚かを載せます。 

オキナグサ:プルサティラ・アピフォリア    エゾハナシノブ 

 

キンポウゲ            サクラソウ:プリムラ・インテクリフォリア 
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       お花畑の中を歩く松尾さん、背景はトリコ峠 

 

サクラソウの一種           チャボリンドウ 
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ミヤコグサ             ナデシコ 

 

 

        アルペンローゼと柴田さん、アルペット峠直前 

 

 

（３）滞在場所 

 フランスのシャモニーはいい滞在場所でした。街中から少し歩きますが、神田さんのシ

ャレー（山荘）を１軒借り切り、好きなように使えたのは便利でした。料理の上手な方が

何人もおり、自炊しておいしいものを作ってくれました。私はワインの選定係を担当しま

したが、食事に会ったおいしいワインが飲めました。毎日宴会のようで、時を忘れて楽し
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みました。 

 

（４）行動 

 シャモニーを拠点にトレッキングをし、ツールドモンブランを歩き、ツェルマットやグ

リンデルヴァルトの小旅行も楽しみました。家族の皆様はアヌシー旅行もしました。 

 日帰りトレッキングではミディ中間駅からモンタンベールまでのトラバースルートを歩

きました。この日はお天気も良く景色も最高でした。ご家族も一緒に楽しめました。 

 ツールドモンブラン初日のレ・ズーシュからコンタミンまでの長時間トレッキングは、

強風の中、きれいなお花畑の中を歩いたり、暖かい山小屋でおいしいオムレツをいただい

たりしながら皆様元気に最後まで歩けました。神田さんにはほめられました。 

 ツールドモンブランの２－３日目は雨で中止、４－５日目は柴田さんと２人で走るよう

に回ってきました。柴田さんには６年前にマラソンに入るきっかけを教えていただき、今

ではマラソン仲間としても一緒なので、走る山旅（トレイルラン）も楽しいものでした。 

 

（５）おわりに 

 気の合った皆様との旅は快適でした。やはり旅は道連れ・・・です。また機会があれば

皆様とご一緒しましょう。 

 シャモニーの神田さんとそのスタッフには大変お世話になったことをお礼申し上げます。 

 

ミディ展望台からのモンブラン 4810m 
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７ あとがき 

 この報告書は松尾武久さんが皆様に声をかけてまとめたものを池内が体裁を整え発行す

るに至った。松尾さんの労力に感謝するとともに、参加者の皆様、協力していただいた皆

様にも感謝する次第です。 

 

 

 

（ツェルマット：リッフェル湖からのマッターホルン） 
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